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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

(注）23年３月期第３四半期につきましては、四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成していないため、記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第3四半期 6,086 ― 264 ― 271 ― 74 ―

23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第3四半期 10.99 ―

23年3月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 6,610 3,756 56.8
23年3月期 6,454 3,819 59.2

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  3,756百万円 23年3月期  3,819百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 0.00 ― 17.00 17.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 17.00 17.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 8,440 22.0 400 ― 410 ― 140 ― 20.55



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 6,932,996 株 23年3月期 6,932,996 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 145,733 株 23年3月期 95,633 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 6,812,010 株 23年3月期3Q 6,887,346 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当社は、平成23年４月１日付で連結子会社であった株式会社インステクノ及び株式会社ティエスエス・データ・サービスを吸収合併したことにより、平成24年３
月期第１四半期決算短信より非連結となっております。 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信 （添付資料） ２ページ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （3） 業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の停滞から持ち直しの動きが見られたも

のの、欧州債務危機や年後半に発生したタイの大規模洪水の影響などを受け、厳しい状況で推移しまし

た。また、歴史的な円高や株価の低迷、海外経済の減速なども加わり、企業を取り巻く事業環境に一段と

不透明感が広がっております。 

当社の属する情報サービス業界におきまして、国内企業のＩＴ投資は、災害対策、セキュリティ対策と

いったリスク対応や事業継続関連ビジネスの需要が必然的に高まっており、業種別には金融分野における

ソフトウェア投資が比較的堅調に推移している傾向が見られます。一方、震災の発生を受け、多くの企業

が事業戦略の見直しを迫られたことにより、投資対象の選択と集中の動きが加速し、不要不急の案件は先

延ばしする傾向が強まりました。 

こうした状況のなか、当社は重点顧客及び重点案件を中心に営業部門と開発部門が一体となり継続的か

つ積極的な営業活動を推進してまいりました。 

売上高につきましては、当社の主要マーケットである金融系業務において、既存顧客の保守業務案件の

継続的受注確保や、生命保険・損害保険系業務のシステム統合案件、証券系業務の大規模システム案件等

の受注が好調を維持するなど堅調に推移いたしました。利益確保に向けては、顧客のＩＴ投資抑制に伴い

受注条件が厳しさを増すなか、最適な要員配置を機動的に推し進めることで当社社員の不稼働を抑制する

とともに、継続的なＰＭＯ（Project Management Office）の取組みにより、常時プロジェクト状況を把握

し、適切なシステム開発リソースの管理を実施するなど原価抑制に努めましたが、一部の案件において原

価が増加いたしました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高は6,086百万円、営業利益は264百万円、経常利益

は271百万円、四半期純利益は法人税率の引下げに伴う繰延税金資産の取崩しの影響により74百万円となり

ました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①ソフトウェア開発 

当社の中心的なビジネス領域である金融系業務の売上高は4,890百万円となりました。銀行系業務は 

450百万円、証券系業務は1,212百万円、生命保険系業務は1,039百万円、損害保険系業務は2,104百万円

となりました。 

金融関連以外では、通信系業務が380百万円、生活関連系サービス業務が245百万円となりました。 

これらの結果、ソフトウェア開発の売上高は5,855百万円となりました。 

②情報システムサービス等 

主たる業務であるコンピュータ運用管理業務は堅調に推移し、売上高は230百万円となりました。 

 

(2)  財政状態に関する定性的情報 

＜資産、負債及び純資産の状況＞ 

当第３四半期会計期間末における総資産は6,610百万円となり前事業年度末に比べ156百万円増加してお

ります。これは主として、現金及び預金が1,088百万円、仕掛品が242百万円、のれんが119百万円増加し、

売掛金が329百万円、繰延税金資産が45百万円、関係会社株式が894百万円減少したことによります。ま

た、負債合計は2,854百万円となり前事業年度末に比べ219百万円増加しております。これは主として、未

払費用が96百万円、流動負債のその他が88百万円、退職給付引当金が131百万円増加し、賞与引当金が119

百万円減少したことによります。純資産は3,756百万円となり、前事業年度末に比べ62百万円減少しており

ます。これは主として、四半期純利益74百万円計上による増加があったものの、剰余金の配当116百万円と

自己株式の取得による18百万円の減少があったことによります。これらの結果、自己資本比率は56.8％と

なり、前事業年度末に比べ2.4ポイント減少しております。 

 

(3)  業績予想に関する定性的情報 

最近の業績動向を踏まえ、平成23年５月13日に公表いたしました平成24年３月期の通期の業績予想を修

正しております。詳細については本日別途公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,668,467 3,756,725

売掛金 1,319,853 990,600

有価証券 404,770 405,008

仕掛品 7,623 249,936

繰延税金資産 148,866 128,480

その他 63,617 63,482

貸倒引当金 △3,906 △2,935

流動資産合計 4,609,293 5,591,300

固定資産   

有形固定資産 46,582 41,309

無形固定資産   

のれん － 119,563

その他 53,925 62,701

無形固定資産合計 53,925 182,265

投資その他の資産   

投資有価証券 75,731 72,563

関係会社株式 894,800 －

繰延税金資産 592,996 567,963

その他 183,681 173,342

貸倒引当金 △2,625 △18,006

投資その他の資産合計 1,744,584 795,863

固定資産合計 1,845,092 1,019,437

資産合計 6,454,386 6,610,737
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 658,909 620,915

未払金 80,064 22,610

未払費用 101,177 198,065

未払法人税等 25,794 85,818

賞与引当金 285,568 165,828

受注損失引当金 2,136 66,714

その他 56,054 144,487

流動負債合計 1,209,704 1,304,439

固定負債   

退職給付引当金 1,329,182 1,460,928

役員退職慰労引当金 96,414 89,042

固定負債合計 1,425,596 1,549,970

負債合計 2,635,301 2,854,409

純資産の部   

株主資本   

資本金 526,584 526,584

資本剰余金 531,902 531,902

利益剰余金 2,820,552 2,779,176

自己株式 △52,364 △71,053

株主資本合計 3,826,673 3,766,609

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,588 △10,281

評価・換算差額等合計 △7,588 △10,281

純資産合計 3,819,084 3,756,328

負債純資産合計 6,454,386 6,610,737
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（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 6,086,382

売上原価 5,125,379

売上総利益 961,003

販売費及び一般管理費 696,185

営業利益 264,818

営業外収益  

受取利息 837

受取配当金 2,146

保険事務手数料 886

その他 2,452

営業外収益合計 6,322

経常利益 271,141

特別利益  

抱合せ株式消滅差益 85,384

特別利益合計 85,384

特別損失  

ゴルフ会員権評価損 8,121

抱合せ株式消滅差損 56,618

特別損失合計 64,739

税引前四半期純利益 291,786

法人税、住民税及び事業税 122,240

法人税等調整額 94,686

法人税等合計 216,926

四半期純利益 74,859
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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３．補足情報 

生産、受注及び販売の状況 

前第３四半期累計期間は四半期連結財務諸表を作成していたため、前年同四半期比の記載を省

略しております。 

 

(1) 生産実績 

当第３四半期累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

セグメントの名称  生産高(千円) 前年同四半期比(％) 

ソフトウェア開発 6,086,974 －

情報システムサービス等 230,945 －

合計 6,317,919 －

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

当第３四半期累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

セグメントの名称  受注高(千円) 前年同四半期比(％)  受注残高(千円) 前年同四半期比(％)

ソフトウェア開発 4,945,347 － 1,560,546 －

情報システムサービス等 159,338 － 152,949 －

合計 5,104,685 － 1,713,495 －

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

当第３四半期累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

セグメントの名称  販売高(千円) 前年同四半期比(％) 

ソフトウェア開発 5,855,437 －

情報システムサービス等 230,945 －

合計 6,086,382 －

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当第３四半期累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりであります。 
 

当第３四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年12月31日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 

㈱野村総合研究所 2,228,906 36.6 

      (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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